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 １日　日曜日
北日本 25 １４チーム熱戦 砺波地区少年野球

富山 23 高沼さん無差別制す 砺波 富山新聞社杯高波囲碁

26 県内２チーム躍動 チアダンス金沢で祭典 「第２回チアダンス★フェスタ２０１８」

北陸中日 16 朝日町 ６割近く減 ２０４５年推計人口 舟橋村１２％減で最少

16 原種チューリップ 小ぶりで愛らしく 砺波の四季彩館展示

読売 22 客の喜び 酌む酒造り 若鶴酒造（砺波市）串田茂 社長 ６４

23 選手宣誓も元気に となみ野少年野球開会

 ２日　月曜日
北日本 1 春らんまん 富山 松川 遊覧船に行列

11 追想 ありし日 高総文祭とやまに尽力 元県立高校長 藤井修二さん（射水市橋下条・小杉）

23 卓球 Ｎｉｔｔａｋｕ富山カップカデットチームトーナメント 大会結果

27 短時間乗船は割引 庄川遊覧船６月末までキャンペーン シャトルバス利用者

27 まばゆい緑と桜 庄川峡桜まつり開幕

27 花見前に清掃奉仕 ゆめつづり共栄会

27 きょう市内初の放課後デイ開所 放課後等デイサービス事業所「きっずるーむクローバー」

27 稽古の成果披露 日本舞踊グループ「喜代の会」の第１７回おさらい会

31 フェアに向け市内きれいに 砺波市民ごみゼロ運動

富山 1 県内陽気、富山２４．４度 ６地点今年最高気温

7 地鳴り 雪にずぼりと仏様の助けか 西川良子 ６５歳（砺波市）

7 地鳴り 上司からの大切な手紙  紫藤道子 ８３歳（砺波市）

17 くらしの日記 １００歳体操 佐野嘉江 ７３歳（砺波市西中）

19 庄川峡桜まつり開幕 第７回庄川峡桜まつり

19 花見スポット清掃 「庄川温泉ゆめつづり共栄会」

19 砺波でごみゼロ運動 第１４回砺波市民ごみゼロ運動

19 砺波に放課後デイサービス事業所 渓明会

20 庄川峡シャトル開始 城端から 交通利便性を向上  利用者に割引特典

21 ダンスや日舞で魅了 イオンとなみ 受講生成果示す

21 近藤、大谷さんＶ 砺波市グラウンドゴルフ協会第９回新春大会

23 滑川、初優勝逃す 小学生男子バスケットボール・ＧＲＯＵＳＥＳ ＬＥＡＧＵＥ２０１７決勝ラウンド

23 ８日にＳラウンド選抜メンバー紹介 中村瑠紀也・中澤翔空（砺波）

北陸中日 12 さぁお花見 ５００本が待つ 庄川峡桜まつり始まる

13 健康教室後は温泉へ 砺波「ゆずの郷」 別施設とバス結ぶ

 ３日　火曜日
北日本 2 来社 砺波支社

21 短歌 天位に山田さん（富山） ふちゅう曲水の宴 一般【地位】砺波市 渡辺信子

22 ゆべし 現代風にアレンジ 小矢部 五郎丸屋 若い世代へ和菓子ＰＲ

23 ミニの部 砺波南部Ｖ 女子バスケットボール スプリングカップフェスティバル２０１８

27 新入隊員２人が防災へ思い新た 県消防防災航空隊

28 川﨑・城勘さん 創元展で初入選 国立新美術館あす開幕

富山 2 本社来訪（２日） 砺波総局

2 県分は３１１億円 今月の普通交付税

17 コント 砺波・たぬき

21 文芸喫茶 短歌  海潮砺波歌会３月例会

27 １１月１７日に室内大会 砺波市ペタンク協会

28 交通指導員 決意新た 砺波署・砺波市

28 わが家 津幡莉衣奈ちゃん ４カ月 砺波市鷹栖

30 組織力高め発展を ひと味違う市に  夏野砺波市長

30 ヘリで県民守る新入隊員が決意 県消防防災航空隊

北陸中日 17 「菅笠マカロン」高岡の特産品に カラフル帽子型 名称決定  年内に商品化目指す

読売 30 となみ野少年野球のチーム紹介① 庄川 庄東 出町

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

31 パナソニック罰金命令 砺波簡裁

 ４日　水曜日
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北日本 2 来社 ３日 砺波支社

20 自慢のご膳いかが ２１店 旬のメニュー企画

21 砺波市の公共施設統廃合 ９月に検討候補示す

21 ペットボトルにチューリップ咲いた 特製キャップ フェアで配布

21 地域交通安全活動・交通指導員委嘱 砺波署管内

26 砺波地域消防組合が火災防御計画 密集地消火 より迅速に  細かく区割り 体制構築

富山 2 本社来訪（３日） 砺波総局

3 県人口移動調査 富山市に「一極集中」 １６年１０月から１年間 ９市町村から転入

15 地鳴り 金沢歴活の会合を拝聴  黒田和也 ４１歳（砺波市）

15 地鳴り 江ざらいはあと１年で  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

24 ９月下旬に対象絞り込み 砺波市の公共施設統廃合 幼稚園、保育所も同時検討

24 外国客にボトルキャップを贈る オリジナルのチューリップ形ペットボトルキャップ

北陸中日 33 となみチューリップフェア２０日開幕 陽気やきもき 早過ぎる開花は「困る」

読売 27 ＵＳＯ放送 砺波・ペコーン

 ５日　木曜日
北日本 2 来社 ４日 本社 夏野修氏（砺波市長）ほか 

14 県内美術館・博物館の催し（４／５～４／１１）砺波市美術館

14 花通信 県花総合センター 砺波市高道

15 情報かわらばん となみ野

20 読者のひろば ヤングコーナー  新たな出会い期待  砺波市 坂下ひとみ（１６歳）

22 色鮮やかな多色刷り版画 野村さん作品展

23 移住体験ツアー 冬の暮らし紹介 市がスクラップ本作成

28 自然と生命の営み映像３１本を上映 砺波 きょうから

富山 3 「総合計画、着実に」 夏野砺波市長、本社で抱負

21 富山新聞文化センターだより こども書道  きれいな字に達成感  成岡向日葵さん（砺波市一番町）

25 ロビー展 端保さん夫婦の折紙作品展 北陸銀行砺波支店

26 世界の自然、生物を上映 砺波・望頼山荘 きょうから映像祭

27 写真集で移住促進を 砺波市、体験ツアーまとめ  参加者や地元に配布

27 庄川の水面　書で表現 小矢部・安芸の会　７、８日にさくら祭り

28 桜と緑鮮やか 高岡古城公園  富山、伏木で夏日

北陸中日 11 くらしの作文 数独一日一問  上野亮平（富山県砺波市＝７５歳）

16 ボトルキャップ 外国人客に製作 チューリップフェア

18 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 26 となみ野少年野球のチーム紹介③ 庄南 砺波北部 砺波東部

26 自然・動物に迫る きょうから映像祭 第１３回世界自然・野生生物映像祭

26 来訪（４日） 北陸支社 富山支局

朝日 21 来局 富山総局（４日）

 ６日　金曜日
北日本 11 可西舞踊研 群舞２部門１位 全国コンクール  創作舞踊 津田（富山出身）も１位

13 いえしごとの夜明け ８ 寿木けい  暮らし調律する春に

17 わたしの桜百景 砺波市本町（４月３日）ほか

24 読者のひろば ひ孫と共に頑張る  砺波市 小西文子（７４歳）

26 前向きに挑戦が大切 となみ青年会議所の４月度公開例会

27 庄川峡の景観を凝縮 国道沿いにミニチュア  金屋の小西さん魅力ＰＲ

27 転用地の状況確認 砺波市農業委員会の農地パトロール

27 温かみある木彫人形 木彫人形作家、牛島辰馬さん（６７）の５０年記念展

27 「患者の支えに」 ２２人 志を高く 砺波准看護学院入学式

32 西町 ３０年ぶり大行燈 ６月 となみ夜高まつり  地域活性化へ復活

33 締めさばでアニサキス食中毒 砺波市宮丸の「黒田鮮魚店」

34 チューリップ開花宣言 砺波フェア関係者  気温上昇にやきもき

富山 3 包括外部監査制度 １４市町村導入せず 要件緩和でも  財政負担に二の足

3 本社来訪（５日） 砺波総局 新任あいさつ

4 ホテル開発誘致活発化 富山県西部  自治体が助成制度 アクセスの良さ魅力に

4 ラウンジ 商機は中身に  北陸コカ・コーラボトリング社長 稲垣晴彦氏

13 地鳴り 富岩運河水上ラインに乗船  北清俊一 ６１歳（砺波市）

13 地鳴り 多忙極める３月ようやく終わる 嶋村了吉 ５４歳 （砺波市）

20 「続１００名城」増山城知って 砺波市教委  スタンプを設置
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20 耕作放棄地対策農地パトロール 砺波  砺波市農業委員会

23 県内各地で入学式 砺波准看護学院

25 砺波でアニサキス食中毒 砺波市宮丸の魚介類販売店「黒田鮮魚店」

北陸中日 18 シメサバで男性がアニサキス食中毒 砺波の鮮魚店で購入

19 映画監督 捕鯨問題語る 砺波 自然・生物映像祭が開幕

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

27 アニサキスで食中毒 砺波市宮丸の魚介類販売業「黒田鮮魚店」

朝日 27 ニュース短信 アニサキスで食中毒

毎日 24 野生生物の映像祭 森のシアター  砺波で開幕

 ７日　土曜日
北日本 5 県内から４２社５２品目 北陸のシェアトップ１５０

25 ４月６日「続日本１００名城」スタンプラリー開始 いざ増山（砺波）へ

25 国道沿いにプランター 街道実行委が６００個

25 素朴なタッチ５５点 北日本新聞砺波支社カルチャー教室「素描教室」

25 JR西が臨時列車 来月３日～５日

26 プリンセスが一日署長に 砺波署

27 第３０回危険業務従事者叙勲 県内２３人 地域の安心支える 瑞宝双光章

32 とやまの桜２０１８ 庄川水記念公園

33 元社長の責任問い控訴 えびす食中毒訴訟 遺族ら

富山 13 地鳴り コーヒー好きになった亡き祖母 春川正人 ７０歳（砺波市）

13 地鳴り 健全なやり方で電子化の推進を 嶋村天馬（砺波市）

22 事故防止の決意胸に プリンセスチューリップが署長

22 １５６号で人波作戦 砺波市栄町の国道１５６号沿い

24 危険業務従事者叙勲 県内から２３氏

25 にぎわい創出へ青空市 あす初回 庄川ウッドプラザ

26 チューリップ歓迎準備 砺波、国道にプランター６００個

26 フェアに合わせ臨時列車を運行 城端線高岡－砺波 「チューリップ号」

26 富山の魅力 首都圏で発信 キトキト新聞、きょう配布

別 ２０１８パノラマキトキト富山新聞 春の富山で休もう。

別 ２０１８パノラマキトキト富山新聞 砺波市 ３００万本のチューリップがお出迎え

読売 26 春の交通安全 出発式 県警交通機動隊など参加

26 危険業務叙勲２７人 計２７人が選ばれた

毎日 26 パナ違法残業で罰金３０万円納付 砺波市のパナソニックデバイスソリューション事業部

日本経済 33 危険業務従事者 叙勲受章者 富山 瑞宝双光章

 ８日　日曜日
北日本 14 卓球 東アジアホープス大会県予選会 大会結果

16 １２競技７１０人が今季の活躍誓う 砺波スポ少本部結団式

16 パークゴルフ かたかごクラブ月例大会 大会結果

22 仲間と集う 巳騋（みらい）の会（砺波市 松田吉孝）

24 県内洋画家の力作並ぶ 庄川美術館 スパークリング展

24 市発明クラブ開講 砺波市少年少女発明クラブの開講式

25 造形教室２０年で記念誌 砺波市美術館 子ども３万人参加 県内外に活動紹介

31 チューリップフェア会場を１７０人が清掃 砺波２０日開幕

富山 26 山桜と書、茶を楽しむ 道の駅庄川 安芸の会「さくら祭り」

27 石丸が優勝 第９回油田カローリングクラブ競技大会

27 となみチューリップフェアへ 市民が清掃奉仕 約１７０人が参加

27 友情深め心身鍛える 砺波 スポーツ少年団結団式

27 少年少女発明クラブが開講 砺波

北陸中日 22 えびす食中毒 遺族控訴 元社長らの責任追及訴え

読売 29 色・香りで春満喫 砺波 四季彩館の季節展示「百花繚乱～春～」

毎日 26 焼肉えびす 遺族が控訴 地裁判決不服 元社長の責任追及

 ９日　月曜日
新聞休刊日

 １０日　火曜日
北日本 5 ウイスキー楽しもう ＧＲＮ 県産メニュー発表会

22 多彩なショットや素早いフットワーク チューリップ杯バド 大会結果

22 サッカー FCたかおかJr.交歓会 大会結果
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22 フットサル SuperSports XEBIO県リーグ 大会結果

26 市文化協会長に舘さん 上田信雅さん（７７）が任期途中で退任

26 こだわりの加工品提供 庄川ウッドプラザ マルシェ初開催 １１月まで月１回

26 砺波駅前でもチラシ配る 砺波小売酒販組合や砺波署、砺波税務署などが毎年実施

27 食品ロス削減学ぶ 砺波市連合婦人会のリーダー研修会と市家庭教育研究集会

32 ６メートル花タワー出迎え 砺波駅前ハーバリウム事業 砺波商議所庄川町商工会

富山 13 地鳴り 児童館を提案した模擬議会 紫藤道子 ８３歳（砺波市）

26 富山駐屯地隊員が誘導 砺波・若林で国民保護訓練

26 青空マーケット始動 庄川水記念公園 コロッケや雑貨販売

27 砺波駅前 花のタワー チューリップフェア連携事業 ２８、２９日 植物標本と地上絵

27 経営力上げ地域貢献 砺波商工会議所青年部

27 新会長に舘氏 安城市と交流 砺波市文化協会総会

28 富山の食材で一杯 若鶴の蒸留所 ウイスキーに合わせ

28 努力の大切さ伝え 砺波で清原氏講演

北陸中日 6 ウイスキー生かす絶品 高級路線の食品ブランド 北陸コカ協力会社など

日本経済 33 ウイスキー楽しむ 食品ブランド開発 ＧＲＮ、北陸産食材使う

 １１日　水曜日
北日本 1 増山城下町跡に建物・井戸３５０基 砺波で発掘 戦国の暮らし鮮明

17 野球 第６回太陽スポーツ・ＴＳＴとなみ杯砺波地区少年大会 大会結果

21 国道１５６号土砂崩れ 庄川－平通行止め 南砺市利賀村新山で７日に土砂崩れ

21 会長に石田さん 砺波市スポーツ推進委員協議会

25 チューリップの魅力発信 プリンセス４人決定 高瀬・野村・尾崎・石倉さん

25 フェアの見どころＪＲ長野駅でＰＲ ２０１８となみチューリップフェアの魅力を

26 大野さん（南砺）副理事長賞 現代工芸美術展

27 春の園遊会に羽生選手 県内から河上氏ら招待

富山 15 地鳴り 朗読ＣＤはとても便利 安カ川仁省 ６７歳（砺波市）

15 地鳴り 生涯学習協の役員に就いて 黒田和也 ４１歳（砺波市）

15 地鳴り 農作業少しでも追いつきたい 犀川寮明 ７０歳（砺波市）

25 砺波・プリンセスチューリップ フェアの華 １８代目決定 ２０日開幕 来場呼び掛け

25 地区広報が２００号達成 砺波・太田公民館

25 フラダンスと大正琴楽しむ 砺波誠友病院

25 砺波市男女参画 紫藤会長を再任 連絡会総会

27 砺波市教委 増山城跡周辺を発掘 「喰い違い」土塁 県内初の確認

29 平昌「金」選手ら招待 ２５日、春の園遊会

31 利賀、土砂崩れ 国道１５６号流入 １４キロ通行止め

北陸中日 17 となみチューリップ「明るく伝える」 プリンセス４人決まる

17 越中春秋 チューリップ

読売 26 よみうり文芸 俳句 砺波市 西能さとみ

26 砺波ＰＲ プリンセス決定 砺波市の観光をＰＲする ４人 ２０日から活動

26 春の園遊会招待者 地方自治・消防関係

 １２日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（４／１２～４／１８）松村外次郎記念庄川美術館

14 花通信 県花総合センター 砺波市高道

15 情報かわらばん となみ野

16 卓球 ねんりんピック県予選会 大会結果

20 仲間と集う 巳騋（みらい）の会（砺波市 松田吉孝）

22 交通安全徹底を誓う 国土交通省利賀ダム工事事務所 砺波署に提出

22 街なかで囲碁将棋を 屋敷林整備のハートグリーン富山 空き店舗改装 木材多用

23 伝承に向け通年稽古 えんじゃら節７月に本番 独特の節回し習得

23 男女参画推進へ ４５人に委嘱状 会長に紫藤さん

27 ２０日からチューリップフェア ３００万本の花 お出迎え

28 光風会展 県内３人入賞 住吉・髙田・斉木さん

富山 4 米原氏が代表幹事退任 富山経済同友会 新田、麦野氏は留任

15 コント 砺波・たぬき

25 空き店舗に将棋・囲碁処 砺波市のチャレンジ事業 １０店舗の再生に助成

26 伝統継承へ歌声響かせ 砺波・南般若地区「えんじゃら節」 児童園児が通年稽古

27 チューリップ見に来て 砺波・フェアの宣伝隊来社
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30 利賀の土砂崩れ 国道復旧に２週間 県、除去作業急ぐ

北陸中日 5 テーマ特集 春のイチオシ㊥ 庄川峡遊覧船 屏風絵の光景 上野亮平 ７５ 富山県砺波市

19 広々スペース みんなで対局 砺波 空き店舗活用 将棋・囲碁処に

19 カラフル３００万本　会場で待ってます チューリップフェア

20 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

毎日 20 チューリップフェア 砺波 「驚き、発見インスタ映え」 ペットボトルキャップ登場

 １３日　金曜日
北日本 19 北日本新聞 となみ野バスツアー 参加者募集！！ 日本海ツーリスト㈱砺波本店

23 地域情報伝え２００号 砺波 太田公民館 広報誌発行４２年

23 砺波市消防表彰 表彰者一覧

28 西田地方小・福野中最優秀 県ＰＴＡ広報紙コンクール 地区の部 高岡市連絡協

28 チューリップフェア プリンセスがＰＲ 本社金沢支社

29 中教研会長に白石氏 小教研会長は井沢氏 富山で内容研究会

31 土砂災害 人ごとでない 対策工事の遅れ懸念 県内特別警戒区域３６６３ヵ所

31 通行止め解除 最短でも２週間 利賀土砂崩れ

富山 15 地鳴り グミにブドウ 収穫が楽しみ 河合泰 ８４歳（砺波市）

22 事故防止活動で表彰 砺波市老人ク連合会

23 ７月から女性議会 砺波市女性団体連絡協

23 下水道復旧で協定 氷見市と管理業協会

29 砺波で多重事故 １人重体３人軽傷 １１日午後７時ごろ 砺波市十年明の国道１５６号

北陸中日 13 全面広告 春の行楽特集 富山

読売 24 チューリップフェア プリンセスがＰＲ ２０１８となみチューリップフェアのＰＲ隊

24 並んだ並んだ 赤白黄色♪ チューリップ キャップに咲く フェアに合わせカバー製作

24 フットサル 第１５回県リーグ

24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

25 砺波で車衝突 ４７歳重体 砺波市十年明の国道１５６号

毎日 22 事件・事故 砺波で車４台絡む事故、１人重体

 １４日　土曜日
北日本 14 北日本歌壇の集い 高岡会場  砺波市 中井溥子

22 読者のひろば 名前のはやり廃り  砺波市 小倉悦子（８１歳）

22 仲間と集う 太郎丸クラブ平成２９年度総会 砺波市 端保勇一

25 ざっくばらん 砺波市花と緑と文化の財団チューリップ四季彩館主幹 金平裕さん（砺波市・４７歳）

25 治水施設を一元管理 庄川左岸農地管理所が開所

25 交通安全活動２０団体を表彰 市老人クラブ連合会

25 絵手紙 味わい深く 絵手紙教室「未完塾」の受講生による作品展

25 市政学ぶ委員会開催へ 砺波市女性団体連絡協議会の総会

29 チューリップフェア前に特別展示 黒色・しま模様 品種多彩  砺波 四季彩館

29 〝海の生き物〟にびっくり 県花総合センター  多肉植物使い「水族館」

29 円熟の話芸 笑いの渦 砺波  立川志の輔さん独演会

富山 13 地鳴り 一歩先手を打つ施策  嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

25 チューリップフェアへ華やぐ 砺波で特別展示  四季彩館 貴重な品種紹介  県花総合センター 「水族館」を表現

26 庄川左岸の排水一元化 砺波に管理所開所  農地防災効果的に

北陸中日 17 黒チューリップ珍しいね 砺波 四季彩館などで特別展示

17 庄川左岸 遠隔で水門開閉 中央管理所、砺波で開所

17 増山城への来訪期待 砺波市 「続日本１００名城」スタンプラリー

読売 26 はてな？ ヒント「赤、白、黄色……。砺波でフェア」

日本経済 35 ほくりく逸品一品 ガラス製品（富山県） 新幹線・建築 安心支える

 １５日　日曜日
北日本 17 軟式野球 全日本少年大会砺波市大会 大会結果

25 ＪＡ商品化 地元のサトイモ・タマネギ使用 となみ野焼酎 味わって

25 チューリップフェア開幕前に機関車清掃 西日本鉄道ＯＢ会

30 となみチューリップフェア 見どころチェック！ 花の大谷に感動 開幕まで５日

33 熱気球 ふわふわ チューリップバルーン２０１８ 県内外３５チーム出場

富山 23 庄川で婚活イベント 庄川地区おせっ会

26 特産１００％ 焼酎２種 サトイモ タマネギ ＪＡとなみ野が発売

26 チューリップ上空 バルーン華やか 砺波 ２０日開幕のフェア盛り上げ

26 「弁慶号」磨き歓迎準備 ＪＲのＯＢ会など
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北陸中日 5 発言 強竜の復活劇 今年こそ期待 石丸秀幸 ５８ 富山県砺波市

読売 24 サトイモ・タマネギ 焼酎に ＪＡとなみ野 原材料 砺波・南砺で生産

朝日 25 熱気球 満開 砺波、チューリップフェア控え

 １６日　月曜日
北日本 20 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市 中嶋一雄）

23 自由にレリーフ制作 草月会県支部四季の会

23 県内外１２４組参加 第２７回砺波オープンフレッシュテニス大会

28 となみチューリップフェア 見どころチェック！ 大切な人と写真を 開幕まで４日

富山 7 地鳴り 初めて入れ歯 頬もふっくら 小倉慶子 ７３歳（砺波市）

17 斉藤、前田さんV 栴檀野GGクラブ第１９回富山新聞社杯グラウンドゴルフ大会

17 太田が優勝 砺波市ミドル交友会親善春季・第４４回富山新聞社優勝旗争奪ゲートボール大会

17 廣井、表野さん制す 第２４回県パークゴルフ選手権大会高岡予選

19 優勝へ全力プレー誓う 砺波寿野球リーグ開会式

北陸中日 5 発言 美しい花々に幼子も大喜び 島田栄 ６９ 富山県砺波市

 １７日　火曜日
北日本 20 となみチューリップフェア２０日開幕 限定おかきで盛り上げます 御菓蔵

20 おもてなし整った 遮光ネット外す  大花壇 月末に満開

21 明治の地図で地域学ぶ 砺波 中野地区  文化協会が発足

21 自衛官志望者に助言を 砺波市の自衛官募集相談員委嘱状交付式

22 とやまいろいろ図鑑 １０ 砺波郷土資料館  カブキリ（株切り） 稲の古株を踏み割る

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波市砺波南部小６年 藤嶋一平君

26 桑嶌さん（富山）奨励賞 東京 春陽展あす開幕

26 となみチューリップフェア見どころチェック！ ミニ列車大好評

富山 2 記者席 大国に敬意？

24 砺波の５人に委嘱状 自衛官募集相談員

25 となみチューリップフェア 一部開花 主役が登場  ２０日開幕 遮光ネット撤去

25 フェア関連おかき発売 御菓蔵

26 高円宮杯Ｕ－１５サッカーリーグ県リーグ 大会結果

27 初誕生 山﨑達歩ちゃん（砺波市太郎丸）

北陸中日 5 発言 幸福と成功は人間関係次第  春川正人 ７１ 富山県砺波市

19 ネット撤去 開花いい具合 砺波チューリップ公園 作業始まる

読売 29 ガイド 春季特別企画展「チューリくん自慢のコレクション展」

30 チューリップ春が来たよ 遮光ネット取り外し  砺波 ２０日フェア開幕

 １８日　水曜日
北日本 23 上野文化の杜から① 国立科学博物館長 林良博 「人体展」親子ら関心

26 北日本俳壇の集い 特選 二俣れい子

26 サッカー　高円宮杯ＪＦＡリーグ２０１８県リーグ Ｕ－１５　大会結果

26 第９０回春季県高校野球組み合わせ 春季県高校野球２１日開幕

26 神田会長を再任 県高野連春季総会

30 砺波高ＯＢ勉強法を伝授 鈴木秀明さんによる講演会

31 ２９、３０日 砺波で出町子供歌舞伎 晴れ舞台 稽古に熱

31 チューリップ「きれい」 高波幼稚園 観光圃場で花摘み

31 ９個人４団体表彰 市防犯協総会

31 庄川河川敷を清掃 となみセントラルライオンズクラブと連合富山砺波地域協議会ほか

32 とやまいろいろ図鑑 １１ 砺波郷土資料館  エブリ（柄振り） 田んぼの面をならす

35 古川さん（南砺）再入選 日彫展

36 平均寿命最長の市区町村 県内は 男性 南砺 女性 黒部

富山 25 地鳴り なぜ応仁の乱 世相を映す 安カ川仁省 ６７歳（砺波市）

30 ９氏と４団体表彰 砺波市防犯協会

31 砺波高の創立記念 ＯＢ鈴木さん講演 ７日間勉強法の原点

31 庄川河川敷を清掃 となみセントラルライオンズクラブと連合富山砺波地域協議会ほか

32 チューリップ摘み歓声 砺波・高波幼稚園児 地元組合が企画 「花育」に一役

33 春季県高校野球大会 ２１日開幕 ４６チーム王座狙う

北陸中日 18 富山商は伏木と初戦 春季県高校野球

19 チューリップ摘んだよ 砺波 フェアのサブ会場で園児

30 平均寿命 最も長い市区町村 厚労省が２０１５年生命表

読売 34 富山商 初戦は伏木と 春の高校野球県大会
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朝日 33 １００回大会７月１１日開幕 夏の高校野球 未来富山、通信制初加盟

毎日 26 富山の夏 ７・１３に球音 スローガン募集など記念事業

 １９日　木曜日
北日本 3 合併特例債５年延長 改正特例法が成立  県内は影響なし  合併６市

12 県内美術館・博物館の催し（４／１９～４／２５） 松村外次郎記念庄川美術館

12 花通信 県花総合センター 砺波市高道

13 情報かわらばん となみ野

13 朝市夕市 県内 砺波市

17～20 全面広告 ２０１８となみチューリップフェア

24 社会貢献 車いす２台寄贈 「パナソニック松愛会北陸支部」

24 ステンドグラス 四季テーマに表現 二木仁子さん（６４）の作品展

25 おしゃれ紙面かぶとに 砺波の子育て支援センター  親子６組 本紙「富山もよう」活用

25 違反の看板を撤去 となみチューリップフェアに向け

26 とやまいろいろ図鑑 １２ 砺波郷土資料館 タウエワク（田植え枠） 苗を植える目印つける

29 危険回避機能持つ大型観光バス導入 となみ観光交通

30 県小・中学校長会長 清水氏（中学）清田氏（小学）協会長には阿尾氏

30 となみチューリップフェア見どころチェック！ 県産品種色とりどり

富山 4 優等賞の酒造業者らを表彰 金沢国税局

15 地鳴り ハウスが風で裂けてしまった  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

24 砺波総合病院に車いす２台寄贈 松愛会北陸支部

25 電柱の違法看板を撤去 砺波市

25 交流活動で仲間獲得へ となみ元気道場

27 新会長に斉藤氏 県中体連

27 小学校・清田氏 中学校・清水氏 小中協・阿尾氏 県校長会、新会長に３氏

北陸中日 9 北陸の清酒優等賞 金沢国税局が表彰 酒類鑑評会の表彰式

17 砺波特産 里芋焼酎 たまねぎ焼酎は刷新

18 イベント ２０１８となみチューリップフェア

18 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 31 北陸３０蔵元に優等賞 県内から７業者が受賞

毎日 22 県内６業者に優等賞 金沢で「北陸の酒」鑑評会

 ２０日　金曜日
北日本 27 園児がヤマメの稚魚放流 砺波市漁業協同組合の川開き

28 とやまいろいろ図鑑 １３ 砺波郷土資料館  ナエカゴ（苗籠） 苗を田んぼへ運ぶ

30 チューリップフェアきょう開幕 春の庄川峡楽しんで  遊覧船  １日２便から６便に

30 多言語パンフ作製 砺波郷土資料館 「旧中嶋家」住宅を紹介

30 砺波 切り花品評会 堂前農園（高岡）最高賞  来月５日まで  四季彩館で展示

30 記者ぶろぐ 拍手のタイミング

32 利賀土砂崩れで不通 国道１５６号きょう再開

富山 1 華やか３００万本 砺波 チューリップフェアきょう開幕

2 田舎暮らしを体験 参加者の募集開始 県、とやま帰農塾

4 砺波チューリップフェアで限定弁当 源、きょう発売

12・13 全面広告 ２０１８となみチューリップフェア

15 地鳴り 富山の春を叔母に贈る  佐野嘉江 ７３歳（砺波市）

22 書道アートの世界知って 砺波の開田さん  東京の作品展参加

23 無事故と豊漁願って川開き 庄川で砺波市漁協

25 県総体中心会期 ６月２～４日に 県高体連総会

25 雑誌１冊１０円で販売 砺波図書館 子ども向けビンゴも

25 少年補導員に委嘱状 砺波署で伝達式

28 チューリップクルーズ出航 砺波・庄川遊覧船

28 土砂崩れの国道きょう通行再開 南砺・利賀村

北陸中日 13 出発 チューリップクルーズ 砺波・庄川  フェア入場券で割引

16 野焼き原則禁止守って 県が春の監視、啓発強化  例外の線引きに難しさも

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

26 短信 ２０１８となみチューリップフェア

28 全面広告 ２０１８となみチューリップフェア

朝日 22 ウイークエンドとやま チューリくん自慢のコレクション展
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23 「羽根屋」など優等賞を受賞 酒類鑑評会

 ２１日　土曜日
北日本 1 ３００万本楽しんで となみチューリップフェア開幕

20 春季県高校野球きょう開幕 ４６チーム頂点目指す

24 催し多彩 魅力アップ チューリップフェア開幕 影絵 変幻自在に かかし座公演

24 オランダの学生　１４人が会場見学 となみチューリップフェアを見て回った

24 「日本代表する展示」在日オランダ公使 市役所訪問 フェア評価

24 円熟の風景画３３点 砺波市美術館 日本画特別展

24 「チューリップの父」ひ孫 水野さん 演奏に参加

25 シバザクラ 水辺に彩り 砺波 岸渡川沿い ２万株もうすぐ満開 きょうから祭り

25 ママにあげよっと 東般若保育園児 楽しく花摘み

31 となみ政経懇話会 ４月例会 地域の将来像共有を 講師 大正大地域構想研究所教授 浦崎太郎氏

32 能越道の新料金体系 ６月２０日から適用

富山 1 春に包まれ 咲く笑顔 となみチューリップフェア開幕 初日来場８千人

15 地鳴り 部活動の是正 もっと徹底を 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

25 シバザクラ 散居彩る 砺波・新屋敷 きょうから「芝桜まつり」 岸渡川沿いの８００メートル

25 摘花手伝い「いい香り」 砺波・東般若保育園 チューリップほ場訪問

25 「岳父小野竹喬と下保昭」始まる 砺波市美術館で特別展

26 夜の街、徒歩で巡回 砺波・出町防犯組合

北陸中日 1 ３００万本 華々しく開幕 となみチューリップフェア

18 どの花見ても 笑顔咲く 晴天下 チューリップフェア開幕

19 並んだ春色パレット 芝桜まつりスタート

読売 25 色とりどり 来場者魅了 となみチューリップフェア

朝日 27 咲いた 咲いた 笑顔も咲いた となみチューリップフェア開幕

毎日 22 多彩に春満喫 「２０１８となみチューリップフェア」始まる

 ２２日　日曜日
北日本 3 柴田氏「秋ごろまでに方向性」 砺波で出版記念セミナー

18 未来富山が初勝利 春季県高校野球開幕

23 高波チューリップまつり 散居村の花畑描いたよ １００万本に囲まれ写生

23 ３世代 休耕田で野菜作り 栴檀山地区の住民たち

23 健康増進の活動報告 砺波市環境保健衛生協議会専門部会

23 フェア見学や花籠作り楽しむ チューリップファン倶楽部

23 多彩な楽曲披露 松本茂さん 山田写真製版所の執行役員営業統括部長

29 砺波の駐車場で車焼く 砺波市栄町のアパート駐車場

29 牛岳で滑落の女性救助 牛嶽ヒュッテ付近

30 初の週末１万３０００人 となみチューリップフェア

富山 24 カレーづくり 野菜から 砺波・栴檀山公民館 ３世代交流事業

24 絵本読み聞かせ 砺波でめばえの会

27 檜物、近藤さんがＶ 砺波市パークゴルフ協会県ＰＧ選手権砺波予選

27 初参戦 未来富山が白星 第９０回春季県高校野球大会第１日

29 事件・事故 砺波で車焼く

30 週末 花の大谷にぎわう となみチューリップフェア

30 ５０歳女性滑落、救助 砺波の山道

北陸中日 17 となみ 芸術花盛り 郷土資料館 嫁入り道具や文化紹介 市美術館「奥の細道句抄絵」など展示

17 春季県高校野球が開幕 大会結果　未来富山７－５砺波

読売 30 ふるさと納税１０％減 返礼見直しの７市町村 明暗

31 ふるさと写真館 道の駅庄川（砺波市） 施設拡大 地産品並ぶ

31 柴田氏 方針「秋までに」 後援会会合で述べる

31 未来富山 初陣飾る 春の高校野球県大会開幕

朝日 1 天声人語 チューリップの父、水野豊造

23 春季高校野球が開幕 通信制初の加盟 未来富山が白星

毎日 22 県高校野球が開幕 鳥毛主将（高岡工芸）宣誓「全力でプレー」

 ２３日　月曜日
北日本 10 追想　ありし日 産婦人科医　桐澤奨二さん（砺波市本町）

17 春季県高校野球　第２日 試合結果

17 砺波でチューリップ杯ビーチボール １３９チーム　白熱ラリー

17 テニス　砺波オープン女子ダブルス大会 大会結果
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18 魚津しんきろうマラソン 男子松本　女子小田　ハーフV　６部門５５８２人完走

18 白熱の剣さばき フェンシング県選手権

18 県高校春季大会　２２日 大会結果

18 グラウンドゴルフ（２２日） 砺波市春季大会 大会結果

20 読者のひろば 読書は人を育てる　砺波市　石崎弘毅（６５歳）

23 次は富山の百山踏破　 日本百名山制覇　高岡の田畑さん ７３歳今も情熱衰えず

23 散居村フォトコン入賞者たたえる となみ野散居村フォトコンテストの表彰式

27 上方落語の魅力堪能　砺波で「お気軽寄席」 なんと！となみのお気軽寄席

28 県太鼓打ち競技会　高木さん（砺波）大人の部V ジュニアは森田君（庄川小６年）

29 こと座流星群観測　県内　愛甲さん（砺波）撮影 砺波市深江　愛甲喜一郎さん（５５）

29 滑落の女性は骨折 砺波署　２２日

31 住宅火災　野火相次ぐ　県内乾燥警戒 南砺で家屋　納屋全焼　砺波の山中斜面焼ける

富山 7 月曜川柳　乱反射 紫藤道子（砺波）

7 地鳴り 孫息子が進学 家を離れる 小倉慶子 ７３歳（砺波市）

19 ６月にスポーツ大会 砺波市身体障害者協会

21 第９０回春季県高校野球大会第２日 大会結果

22 日曜のフェア花と華競演　家族ら２万６千人 ツアー客花摘み　新旧プリンセス笑顔

22 川島氏が出馬表明 来春の県議選

25 砺波で山林火災 砺波市増山

北陸中日 11 県高校春季大会　２２日 大会結果

11 県９人制バレーボール春季総合男女選手権大会 大会結果

11 春季県高校野球　２２日 大会結果

読売 23 新プリンセスが抱負 となみチューリップフェア

23 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

23 県西部で火災相次ぐ　住宅など５棟全半焼 けが人はなし　砺波市増山

23 富山商など３回戦へ 春の高校野球県大会

朝日 29 話芸巧み　１３０人実感 米朝一門　砺波でお気軽寄席

29 第９０回春季県高校野球大会 大会結果

29 今年度役員や事業計画決定 県学校吹奏楽連盟

 ２４日　火曜日
北日本 5 県内企業 受け入れ強化 産業観光で自社アピール

14 サッカー 高円宮杯２０１８県リーグ Ｕ－１５ 大会結果

18 ポリオ撲滅協力募る 砺波ＲＣ 募金活動

19 栴檀山の山菜ふんだんに 砺波 夢の平コスモス荘 ２６日から限定定食

19 食料・水 １週間分備蓄を 庄川小児童 災害時対応学ぶ

19 栽培の古代米３０キロ贈る 砺波市狐島の農業、柏久義さん（８０）

19 出町組合 防犯パトロール パトロール出発式

19 来年 交流イベント トルコ大使 市長と懇談

19 チューリップフェア花壇コンクール となみ野同好会・滋野さん最優秀

20 ぼくの夢 わたしの願い 砺波市砺波南部小６年 竹田涼太君

25 立山でクマ１頭駆除 砺波で目撃

富山 15 地鳴り 学童のお世話 早くも２年に 吉田恵 ５９歳（砺波市）

15 地鳴り 「動態保存」を考える出来事 黒田和也 ４１歳（砺波市）

24 合併処理浄化槽も検討 砺波 下水道の未整備地区

25 砺波の旬 たっぷり 大型連休に山菜定食 夢の平コスモス荘

25 新隊員３５人 防火の誓い 砺波・庄東少年消防クラブ

27 留学生「花のまち」発信 砺波 チューリップフェア訪問

27 となみ野同好会 滋野さん最優秀 私たちの夢花壇

27 市全体で防災力向上 砺波 市職員、児童ら対応学ぶ

28 名古屋で物産展 富山の魅力発信 県事務所

北陸中日 19 魚津しんきろうマラソン 大会結果

 ２５日　水曜日
北日本 3 県市町村長会議 事務系雇用にも助成

3 富山と交流促進 経済会議を提案 県庁で駐日トルコ大使

3 中期戦略達成へ事業承継を支援 ＪＡバンク富山推進大会

3 立山黒部ジオパーク 再認定へ支援継続 自治体会議総会

18 読者のひろば 上司に恵まれる 砺波市 犀川啓子（７６歳）
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20 自由な発想で桜描く 雄神自遊塾 臨床美術講座を開設

20 こいのぼり 園児と掲げる 庄東センター利用者

21 １０月に余暇作品展 市身体障害者協

21 砺波署管内少年警察ボランティア 少年補導員

26 １１月砺波で初大正琴フェス 県連盟

26 記者ぶろぐ 増山城跡歩き魅力知ろう

27 庄川斜面に車転落か 南砺署井波幹部交番に届け出た

27 クマ出没情報 ２４日 庄川町隠尾　午後４時ごろ（成獣１頭）

富山 2 中期戦略着実に実践 ＪＡバンク富山推進大会

3 製造業の企業立地助成金 文系人材も対象に 新規雇用の要件緩和 県市町村長会議で知事意向

3 記者席 虚を突かれ

15 地鳴り コバイモを珍しく発見 竹部誠孝 ７７歳（砺波市）

15 コント 砺波・たぬき

15 地鳴り 姉の墓参り 名古屋へ行く 西川良子 ６５歳（砺波市）

24 パネル劇と読み聞かせを楽しむ 砺波図書館

25 ５年生 火災予防誓う 砺波南部少年消防ク入隊式

25 こいのぼりを掲揚 砺波・庄東センター 園児と高齢者

31 庄川斜面、車転落か 南砺・平 きょう朝から車内確認

北陸中日 1 特報とやま 温暖化 咲いた 黄信号 チューリップ「花持ちに影響」

16 経済とビジネスの交流促進を求める 駐日トルコ大使が知事表敬

17 アートで脳を刺激 認知症の予防改善 砺波・庄川 臨床美術講座始まる

読売 30 よみうり文芸 俳句 砺波市 西能さとみ

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

31 保育料支援拡充「９月から」 市町村長会議 知事が実施前倒し発表

朝日 34 フォーラムとやま 催し 庄川遊覧船

 ２６日　木曜日
北日本 4 砺波市庄南小で金銭教育協議会 県金融広報委総会

5 富山けいざい短信 あすウイスキー飲む映画会

16 県内美術館・博物館の催し（４/２６～５/２） 松村外次郎記念庄川美術館

16 花通信 県花総合センター 砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

19 ソフトテニス　県春季選手権 大会結果

19 バレーボール　県９人制春季総合男女選手権 大会結果

24 安全教育に注力 砺波市児童クラブ連合会

24 パークゴルフ　柳瀬第４回交流大会 大会結果

25 女性部会の設置検討 砺波市防災士連絡協議会

29 増山城跡に親しんで 砺波で来月「陣屋deマルシェ」　コラボ商品を試食

31 金メダリスト勢ぞろい 春の園遊会に羽生選手ら

31 砺波では女性重傷 砺波市一番町

富山 3 高校生向け企業研究会 来月、県と労働局が初開催

4 米原代表幹事特別顧問に 富山経済同友会

20 とやま童話　第４４回富山県児童文学祭優良賞 目のいいフクロウと耳のいいウサギ　文・絵　みやばやしともこ（砺波市）

21 富山文芸４月賞 歌壇　佳作　砺波市庄川町三谷　山森和子

21 富山文芸４月賞 柳壇　二位　砺波市表町７　源通ゆきみ

26 １１月に７０周年式典「節目を盛り上げ」 富山県高体連　林誠一会長

26 砺波・増山城跡　戦国米でパフェやカレー マルシェで限定販売　来月１２日に

29 春の園遊会に「Ｗ羽生」 金メダリストや井山碁聖も

29 事件・事故 砺波の女性はねられ骨折

北陸中日 19 となみ野同好会と滋野さん最優秀賞 「私たちの夢花壇」

19 栴檀野産戦国米　菓子やカレーに 砺波　１２日の「マルシェ」で販売

読売 28 「小学英語」塾も対応強化　２０年度に向け　講師に研修会氷見市、舟橋村は完全実施

 ２７日　金曜日
北日本 1 輝く散居村 砺波 砺波平野の散居村の水田が夕日に染まる幻想的な光景

22 入隊式で防災貢献誓う 南部少年消防クラブ

23 タマネギ乾燥施設完成 JAとなみ野 高品質 生産量拡大へ

23 人形や風景画など３５０点 「ART ｉｎ ＫＡＩＮＹＯ－ＥＮ（アート・イン・かいにょ・えん）」

10 ページ



28 チューリップ 友好の新品種育成へ 砺波市・台湾 フェア会場で交配

28 ドローン活用 魅力ＰＲ 砺波市が試験飛行

29 たち建設を指名停止 砺波市

富山 15 地鳴り 夜高祭りへ行燈作り 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

15 コント 砺波・たぬき

15 地鳴り 友達が新しい環境で挑戦 松原千華 ３１歳（砺波市）

22 くらしの日記 資源ごみ今昔 犀川寮明 ７０歳（砺波市苗加）

26 タマネギ１万㌧生産へ ＪＡとなみ野 乾燥施設完成

26 心地よいジャズ 砺波総合病院

28 ウイスキーと映画に酔う きょう砺波で愛好家 ツアー初開催

28 たち建設を指名停止 ３カ月指名停止

29 ｅスポーツ 夜通し熱戦 県内ゲーム愛好者、あす砺波で大会 地域に若者呼び込む

29 砺波、南砺市民 当日券割り引き ３日、サンダバ

29 中田さんが優勝 第３７回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

30 咲かそう友好のチューリップ 砺波市と台湾 交流促進へ新品種交配

33 えびす食中毒７年 小矢部、砺波 控訴の遺族が胸中 このまま終われない

北陸中日 18 雪たまねぎ増強 乾燥施設が完成 ＪＡとなみ野

19 咲け 友好のチューリップ 砺波＋台湾 四季彩館で受粉式

19 地域ＰＲ ドローン活用 砺波市 フェア会場で撮影テスト

 ２８日　土曜日
北日本 17 文芸新刊から 俳誌「辛夷」４月号 二俣れい子 

18 北日本文芸 歌壇 詩壇 俳壇 柳壇 入選作品

25 仲間と集う 富山県松風会 となみ野吟友会総会大会（南砺市 藤沢有一）

28 来年度から総会制 庄川町商工会の通常総代会

28 癒やしの音色響く 砺波総合病院の「患者さんのためのオアシスコンサート」

29 会長に小幡さん 砺波市地区自治振興会協議会

39 春の褒章 全国６９３人２２団体受章

39 県内から６人２団体 緑綬 読み聞かせボランティア「めばえの会」 子どもの笑顔が励み

41 さあGW準備ＯＫ 色鮮やか「満開宣言」 チューリップフェア

42 行楽にスイセン 砺波  砺波市五谷のとなみ夢の平スキー場

富山 1 となみチューリップフェア 満開宣言 きょうからゴールデンウイーク

3 来春の県議選まで１年㊤ 県西部  砺波市（定数２）

17 地鳴り チューリップ色や形に魅了  安井紀美子 ６４歳（高岡市）

17 地鳴り トラクター一斉に稼働  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

17 地鳴り 文化活動した図書館懐かしむ  春川正人  ７１歳（砺波市）

18 ５月イベント一覧 【４日】第２２回チューリップの里グラウンドゴルフ交流大会 ほか

28 ウイスキーに親しんで 砺波・若鶴酒造 ナイトツアー  蒸留所見学や映画鑑賞

28 こいのぼりの下園児の歌声響く 砺波・北部苑

28 ５年生２８人が加入 砺波・鷹栖少年消防ク

29 経営支援を強化 庄川町商工会

29 新会長に小幡氏 砺波市地区自治振興会協

30 新たな創作 可能性伝え 小矢部で富山石川現代作家展

32 ふるさと発展に貢献 県内から６氏２団体 緑綬  砺波市読み聞かせボランティア めばえの会

北陸中日 13 再読！週間ＮＥＷＳ ４月２０日（金）～２６日（木）チューリップ華やか

13 満開宣言 浮かぶ地上絵 となみチューリップフェア

18 春の褒章 功績に光 県内６人２団体受章  児童らに読み聞かせ３４年 砺波の奉仕団体「めばえの会」

28 春の褒章６９３人２２団体 女性最多

読売 24 春の褒章 ２団体と７人に 褒章受章者  緑綬褒状  読み聞かせボランティアグループめばえの会（砺波市）

25 「誰に責任」苦しむ遺族 ユッケ食中毒７年 「行政の甘さ、変わらず」 

25 ２１万本で描く となみチューリップフェア 「花束の地上絵」が見頃

朝日 29 春の褒章 ６人と２団体 絵本読み聞かせ年１００回  緑綬褒状  めばえの会

毎日 26 春の褒章 県内６人と２団体受章  緑綬褒章 めばえの会 読み聞かせ奉仕団体 砺波 

26 文化サロン 短歌 綺羅短歌の会４月歌会作品 山森和子

日本経済 32 春の褒章受章者 富山 緑綬  めばえの会 読み聞かせ奉仕団体

 ２９日　日曜日
北日本 4 春の叙勲 県内から４６人受章

23 春季県高校野球 第３日 １６強出そろう
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24 氷見ふれあい杯バスケ 庄西（砺波）１～４位決定戦へ

24 県高校春季大会　２８日 ラグビー 試合結果

24 サッカー　高円宮杯県リーグU－１８ 試合結果

24 サッカー　高円宮杯県リーグU－１５ 試合結果

28 「eスポーツ」夜通し熱戦 トヤマ・ゲーマーズ・デイ２０１８春

28 防火の誓い新た 鷹栖少年消防クラブの入隊式

28 合唱やオカリナ楽しむ 砺波市福祉センター北部苑

28 ６月に花の研修会 砺波地区公民館連合会総会

29 山野草の魅力紹介 総合カレッジSEO「野の花・山の花教室」 第３６回作品展

31 チューリップ瓶詰め８４０本　児童と保護者８００人制作 砺波駅前 タワー６メートル

33 春の叙勲　県関係受章者 瑞宝単光章 宗景造園代表 宗景昭さん（７０） 砺波市安川

33 春の叙勲　県関係受章者 旭日双光章 元砺波市議会議長 江守俊光さん（７４） 砺波市高波

33 春の叙勲　県関係受章者 瑞宝双光章 元富山大附属病院看護部長 米道智子さん（６０）砺波市庄川町青島

33 春の叙勲　県関係受章者 瑞宝単光章 元砺波市消防団副団長 紺田勉さん（６７） 砺波市庄川町天正

34 情感たっぷり「稽古上げ」 砺波の出町地区　きょうから子供歌舞伎

34 創作活動 さらに支援 洋画家　藤森さんの後援会

36 笑顔で「ただいま」 帰省JR富山駅混雑

37 高岡の７７歳女性　車に追突　重体 砺波の市道

富山 11 春の叙勲 地域の飛躍へ情熱注ぐ 県内から４６人

23 地鳴り 桜の良い写真 チャンス逃す 安カ川仁省 ６７歳（砺波市）

26 本番さながら　堂々演技 砺波 きょうから出町子供歌舞伎

26 チューリップタワー華やか 砺波駅前で「トナミ イズム」１７００本の花びら飾る

26 田植えで三世代交流 砺波・太田　８月下旬に収穫

27 山野草１００点並ぶ 総合カレッジSEO「野の花・山の花展」

27 若者ら夜通し熱戦 砺波でTGD ゲームの腕前競う

27 飛越能レンタカー周遊プランをPR 新高岡駅、北陸道

27 平木、島田さん優勝 砺波市パークゴルフ協会４月度月例大会

29 １６強出そろう 第９０回春季県高校野球大会第３日

30 国展初入選に県内から５人 第９２回国展

33 追突事故、高岡の７７歳女性が重体 砺波の市道

北陸中日 14 春の叙勲　喜び語る 県内在住者は４６人

15 親子で学ぼう　GWスポット　④旧中嶋家住宅　江戸時代の肝煎宅 えんなか煙る休憩所

15 チューリップで６㍍タワー 砺波駅前

15 県高校春季大会　ラグビーフットボール 大会結果

読売 27 春の叙勲　４６人に栄誉 叙勲受章者

27 高岡など３回戦へ 春の高校野球県大会

朝日 19 春の叙勲に４６人 叙勲受章者

19 第９０回春季県高校野球大会 試合結果

27 映え過ぎる連休 富山県砺波市「となみチューリップフェア」

毎日 26 春の叙勲 県内から４６人受章

26 富山第一が優勝 県高校ラグビー

26 第９０回春季県高校野球大会 試合結果

日本経済 28 春の叙勲受章者 富山県

 ３０日　月曜日
北日本 1 天地人 古里の魅力の再発見　観光振興にもつながる

25 春季県高校野球 第４日 ８強出そろう 砺波工１－１１高岡商

26 一本狙い技繰り出す 南砺少年武道大会

26 ソフトテニス 砺波地区春季小学生大会 大会結果

28 読者のひろば 城端曳山の魅力 砺波市 武部幹夫（７７歳）

28 仲間と集う 南町親睦同好会（砺波市 天野一男）

30 そば・スイセン満喫 夢の平スキー場で祭り

30 末広美術会力作１９点 林清納さんが主宰

31 出町子供歌舞伎曳山祭 中高生７人後見で活躍

31 砺波の魅力再発見 北日本新聞バスツアー イベント・観光地巡る

31 チューリップ踊り華やか フェアで市連合婦人会

31 児童ら田植え楽しむ 砺波市太田公民館横の田んぼ

31 声楽家のハーモニー堪能 歌でつづるモーツァルト物語
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31 「庭の日」木々に親しむ チューリップフェア会場

31 こいのぼり１００匹掲揚 砺波市東野尻地区

33 来月から県広報番組 ＣＡＴＶ全９局 「マナブくんとヤチャ博士」

35 氷見で蜃気楼 愛甲さん（砺波）撮影

富山 1 子ども役者堂々 出町歌舞伎曳山 砺波で開幕

6 地鳴り 金沢長町周辺の歴史散策会へ 黒田和也 ４１歳（砺波市）

8 富山の「元気」を応援 立山とチューリップ

32 親子で仕事の面白さに触れ イオンモールとなみ

32 砺波 せんだん山水仙そば祭り ３０万本咲き誇る 見て食べて 家族で楽しむ

32 最高の４万２千人 チューリップフェア

32 元気な地域願い こいのぼり掲揚 砺波・東野尻

33 市谷が優勝 栴檀野親睦ゲートボール大会

35 ベスト８決まる 第９０回春季県高校野球大会第４日

北陸中日 10 満開スイセン 圧巻 砺波のスキー場

11 県高校春季大会 バレーボール 大会結果

23 子供歌舞伎 熱演に歓声 砺波で出町曳山祭

読売 25 高校野球県大会 ８強出そろう 第９０回春季県高校野球大会

25 少年野球 となみ野リーグ 大会結果

朝日 21 第９０回春季県高校野球大会 大会結果

毎日 22 第９０回春季県高校野球大会 大会結果

採録期間：索引は昭和４７年から、スクラップは昭和４９年から。
＊閲覧を希望される方は２階カウンターでご案内しています。

＊砺波市に関する新聞記事のスクラップを保存してあります。
採録新聞：北日本・富山・北陸中日とやま版・読売富山版・朝日富山版・毎日とやま版・日経北陸経済版・産経
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